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卓話者のご紹介
寺尾 巌パスト会長

第43回）例会

清水

宏明ＳＡＡ

横山 俊夫会長
「川崎大師ＲＣの歴史」
中村

眞治会員

幹事報告
矢野 清久幹事
・6月6日（木）地区事務局員連絡会開催の為、事務局を
14：00で閉めます。
・6月5日（水）10時～12時 聖クララ幼稚園にて移動動
物園開催します。その後通常例会です。
・第一グループ例会案内･･･回覧
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前々回の修正 メークアップ 4 名 修正出席率

60.00 ％

メークアップ
野澤会員、林会員、中村（眞）会員、竹中会員
スマイルレポート（ニコニコボックス）
岩井
川崎ＲＣ 高橋 賢二様
お世話になります。

茂次副会長

川崎中央ＲＣ 川島 光様
久し振りに御世話になります。
寺尾 巌会員
本日は卓話をさせて戴きますので、どうぞ宜しくお願
いします。
宮山 光男会員
本日、所用の為早退させていただきます。
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鈴木 昇二会員
寺尾先輩、今日の卓話お願いして済みません。テーマ
は、「川崎大師ＲＣの歴史」という事で、私の知らない
エピソードお聞かせ下さい。楽しみにしていますので、
宜しくお願い致します。
水口 衛会員
仕事の為、早退させていただきます。

会長報告
横山 俊夫会長
・6月9日（日）ローターアクトクラブ第43回地区協議会
が開催されます。川崎大師ＲＡＣより7名出席します。
出席できる方宜しくお願いします）

対象者 出

－晴れ－

石渡 利治会員
①妻の誕生日祝いにきれいな花を有難うございます。
②寺尾会員の卓話楽しみにしています。

来訪ロータリアンのご紹介
川崎ＲＣ
高橋 賢二様
川崎中央ＲＣ
川島
光様

会員数

平成25年5月29日

第43号

秦

琢二会員
先日は妻の誕生日に花をいただき有難うございました。

矢野 清久会員
寺尾さん、本日の卓話宜しくお願い致します。
横山 俊夫会長
矢野幹事、剣道5段の有段者試験みごと合格おめでと
うございます。
本日のニコニコのテーマ
寺尾さん 卓話宜しくお願い致します。
横山 俊夫会長、中村 眞治会員、遠藤
島岡 栄基会員、渡辺冨士夫会員、牛山
竹中 裕彦会員、船山 昭三会員、長島
石渡 勝朗会員、谷澤 幹男会員、鈴木
布川二三夫会員、伊藤 佳子会員、岩井

悦弘会員
裕子会員
亨会員
幹久会員
茂次会員

委員会報告
親睦委員会
中村 眞治会員
6月12日（水）１泊移動例会があります。（出欠の記
入・参加者の会費納入）
会員卓話

寺尾

巌会員

「川崎大師ＲＣの歴史」
40年の歴史といっても最初の10年は波乱万丈だったの
ではないかという気がしてなりません。私もチャーター
メンバーですけれど、川崎南ＲＣに入って２年目でした。
宮川貞二さんを会長に、私、大師地区の人達は全員こ
ちらに移籍させる、クラブを設立して資金的にいくらも
らえるか？６０万円でしたのでそれではだめということ
で移籍する人の入会金を全部返してくれるよう、頑張っ
て１００万取得して持ってきてスタートしました。
1年目はそんな形でガタガタしていました。事務局は
南ＲＣと一緒にやっていました。事実上は国際ＲＣ加盟
2013年6月5日
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金が４万５千円です。備品を買ったりしますとあっとい
う間に消えていきます。理事会に通らないでどんどん買
われ、幹事をやっていて真っ青になりました。
1972年（Ｓ47年）にスタートをして73年の2月に稲毛
神社の会館で創立会員の打ち合わせ、その後南ＲＣに例
会見学、2/24川崎東ＲＣの創立総会を日航ホテルで行い
ました。
当日、定款・細則・理事・役員を決定いたしました。
4/1 ４クラブ合同ロータリークラブの加盟認証伝達式
（専修大学生田校舎講堂）を行いました。
1977年国際ＲＣの東京大会が行われることになり、私
が急遽会長としてアメリカ、カナダのパストガバナーを
ご招待して行いました。
1982年創立10周年の時に川崎東ＲＣから川崎大師ＲＣ
に移行しました。6月にトロントで世界大会があり、私
は地区の青少年交換委員長でしたので出席し帰りました
ら、「名前を付けた親に何も言わないで何で名前を変え
るのか」と南ＲＣの人達に大変怒られました。この年に
台北西門ＲＣを訪問し翌年に姉妹締結をしました。
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ＧＳＥのリーダーをやるのは大変だなと思いました。
毎日がうまくいけばいいのでしょうが、必ず何か一つぐ
らいおきる。それを工面しなくてはいけない。
1990年頃、ＧＳＥが597地区オハイオ州から来られた
のでJFE、川崎大師、民家園などを廻り接待をしました。
2003年30周年記念でエクワドル共和国と川崎大師と共
同でパン工場を造ったり、単独で2台の救急車を贈った。
地域社会では大師公園にキッズランドとベガ船を寄贈し
たりしました。こんなことをやって40年が過ぎていった
と思います。
その間に船山さんには大変ご苦労をしていただいて、
私が会長の時に土手に桜を植えました。当時は90本植え
たのですが、今70本残っているか残っていないかです。
これは5周年の記念で4つのテストを書いて川崎大師さん
に記念碑として贈ればいいのではという事でした。それ
では意味もないし、何も皆さんに見て戴けるものがない
のではないかと言ったらば、川崎大師の駅に時計を作れ
ばいいのではという意見が出ました。そんな単純なこと
ではしょうがないので、昔は堤防に桜並木があったと言
ってやっと説き伏せよかった。しかし桜並木を植えるの
に、国土交通省行きましたが断られました。県も市も申
し込みがあったけれど断ったという事でした。キティー
台風で桜並木が堤防をゆすって決壊をしたのでそれ以後
は一切ダメになっているという事でした。船山さんには
大変ご足労頂きました。六郷橋まで持っていきたかった
のですが、実効計画があるので10ｍ以内の所は許認可が
出来ないので今のような形になりました。
事務所は榎木町日窯ビル4Ｆ→大師駅前松慶ビル3Ｆ→
川中島フラットＫ201→東門前カーサ石井1Ｆと移転しま
した。
このように大師クラブは脈脈として体験を重ねて参り
ました。会員相互の活力溢れる行動力を持って、実現に
向けて更なる努力が出来ますよう、そして地域社会奉仕、
国際奉仕の輪を広げていきましょう。会員の皆様の益々
のご健勝を祈念いたします。
卓話御礼

1984年7月川崎中央ＲＣの設立、1989年4月8日～5月13
日まで地区の方からＧＳＥリーダーとしてロサンゼルス
526地区に行き、この１か月は大変でした。プログラム
を全部もらってそれぞれのホームスティに送るわけです。
最初のホームスティ先で帰され（最初は、受け入れる予
定でしたが断ったとのこと）一人乗せたまま他を送り届
けました。自分のホームスティ先にお願いして部屋を空
けてもらいました。この地区は特殊でロサンゼルスから
マンモス・レイクまでのテリトリーで1,200キロくらい
ある。そんなことは全然知らなくて、我々はネクタイを
してユニフォームを着ていったのですが、向こうでは皆
アロハシャツです。40度くらいあり暑い中で過ごさせら
れました。
1,200キロを3時間と書いてあったので車では無理なの
でヘリコプターか何かで送ってくれるのかと思っていま
した。朝6時に出発して全部乗継です。各ロータリーの
テリトリーの所で乗り換え13時間くらいかかりました。
平坦な所から山道に入って、下は40度ですが上はマイナ
ス4度です。マンモス・レイクは3000ｍ位の山です。
着いて2日目に明日はスキーだよと言われ、たった一
日のことで全部揃えなくてはいけなかった。マンモス・
レイクは湖で塩分の2.5倍くらいの濃度を持っているの
でカモメが沢山とんで来て産卵をしていく。ブラックバ
スが群れを成して上ってくる。そばには金山で栄えた場
所があり、博物館もあり見せてもらいました。連れて行
った人達がニューヨークも見たことがないというので、
ＧＳＥを終えてから個人的にお金を払ってワシントンと
ニューヨークへ行ってきました。喜んでもらえました。
2頁

2013年6月5日

発行

横山

俊夫会長

寺尾パスト会長、有難うございました。ご存じのよう
に当クラブは今期40周年を迎える事ができました。先程、
歴史の中でもいろいろなお話が有りましたが2590の川崎
地区で同じく40年を迎えたのが幸ＲＣ、多摩ＲＣ、中Ｒ
Ｃ、川崎大師ＲＣです。先程専修大学で4つのクラブと
いうのはこのクラブのことです。今回会長として40年の
歴史を私なりに調べ、一番疑問に思っていたのが、川崎
東クラブで始まって10年後になぜ大師になったのかな？
という事です。その当時のメンバーで今クラブの会員と
してお残り頂いているのが、寺尾パスト会長含めて6名
いらっしゃいます。6名の方に聞くと何で変わったのか
な、先程南クラブ・スポンサーの方にも相談せずにだい
ぶ怒られたというお話が有りました。いろんな理由で大
師になったのかな、変わったものは変わったと流せばい
いのですが今のお話を聞いていろいろあったのかなと思
いながら大師ＲＣの一員としてこの40年を無事終わらせ
て頂くことになろうかと思います。パスト会長の寺尾さ
んに置かれましては、チャーターメンバーの中でのご苦
労もあったと思いますけれどもこれからますます当クラ
ブを励ましていただき、叱咤激励を頂いてご一緒に41年
目に向かってスタートを切れたらいいなと思っています。
日時：平成２５年６月１２日(水)は移動例会です。
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一泊移動例会 点鐘18時
於：熱海ＫＫＲホテル
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